vol.357

■ 設置場所

地下鉄大通駅コンコース横（出口 5 横）
■ 営業時間 10 : 00 ～ 20: 00（日・祝は 10:00 ～ 19:00）
〈年末年始 12 月 29 日～ 1 月 3 日休館〉
■ E-mail mail@sapporo-info.com

2022.

2.14 mon

2.27 sun

https://www.sapporo-info.com/

新型コロナウイルス感染症の影響で、イベントが中止・延期になる場合がございます。
お出かけの際は、直接主催者へご確認ください。
シンクスクールジュニア

はじめてのほんごうしん

011-211-4366

予約
16:30～18:00 ※【要申込】教室受講コース定員10名、オンライン聴講コース定員無し（16:00～19:00まで会場をお子さん向けに開放/お迎えは19:00まで）
申込
2021年4月1日(木)～2022年3月31日(木)

眺望ギャラリー「テラス計画」
（中央区北2条西4丁目1赤れんが テラス5F）

一般300(250)円、高大生200(100)円、中学生以下無料 、65歳以上250(200)円 ※カッコ内は10名以上の団体料金 ※65歳以上の方は年齢の分かるものをご呈示ください。

羊男切り絵展「浮遊」

info@hokkaidoisan.org

2021年12月17日
（金）～2022年2月15日
（火）17:00必着
※応募先
無料

本郷新記念札幌彫刻美術館 本館（中央区宮の森4条12丁目）

10:00～17:00（最終入館は16:30まで）休館日:毎週月曜日
〔3月21日(月・祝)は開館し3月22日(火)休館〕

入学金：5500円、
月謝（教室）
：6600円、
月謝（オンライン）
：3300円 ※一部入学金を免除あり

〈作品募集〉Bunkazai Design Contest 2021

011-642-5709

1月28日
（金）～5月31日
（火）

011-839-0461

NPO法人北海道遺産協議会（中央区大通東2丁目3-1

第36桂和ビル7F）

20:00～25:00※2月20日（日）
までは木～土のみのカフェ営業17:00～20:00（時短営業）※2月22日（火）からは通常営業予定

応募方法等詳細はHPをご確認ください（https://www.koubo.co.jp/contest/design/package/119659.html）

mima-no-me #みまのめ
〈VOL.7〉

入場料無料・当店はBARのため飲食のご注文をお願いしております。

011-621-7000

北都館 名画の小部屋 シリーズVol.114

2021年12月17日(金)～2022年3月30日(水) 休館日：毎週月曜日(3月21日をのぞく)、2月15日(火)～18日(金)、3月22日(火)

2月2日
（水）～2月28日
（月） 定休日：毎週火曜日

9:30～17:00

入場は16:30まで

BAR＆GALLERY 卍（中央区南5条西6丁目ニュー桂和ビル8F）

2月1日(火)～2月26日(土) 定休日：毎週日曜・月曜日 ※2月11日（金・祝）～2月14日（月）臨時休業

北海道立三岸好太郎美術館 アートギャラリー北海道 2F展示室（中央区北2条西15丁目）

菱野 史彦・亮子 ー如月好日ー
カフェ北都館ギャラリー（西区琴似1条3丁目1-14）

【水・木・金曜日】10:00～20:00 【土・日・月曜日】10:00～19:00

最終日は17:00まで ※1月27日
（木）から時短営業中

一般510(420)円、高大生250(170)円 ※（ ）内は10名以上の団体料金 ※中学生以下、65歳以上、障客者手帳をお持ちの方等は無料。※高校生は土曜日並びに学校の活動での利用は無料。

無料※カフェのためワンオーダーお願いします

三岸が愛した札幌

SCARTS×SIAFラボ 冬の展覧会 2022「都市と自然とデータとかたち」

011-621-7000

2021年12月17日(金)～2022年4月10日(日) 休館日：毎週月曜日(3月21日をのぞく)、月曜が祝日の場合は翌火曜(3月22日)、展示替等休館(2月15日～2月18日、3月31日～4月3日)
9:30～17:00

北海道立三岸好太郎美術館

入場は16:30まで

展示室1～3（中央区北2条西15丁目）

2月5日(土)～2月20日
（日）

札幌市民交流プラザ1F SCARTSモールA・B、SCARTSコート

10:00～19:00

中央区北1条西1丁目 さっぽろ創成スクエア

一般510(420)円、高大生250(170)円 ※（ ）内は10名以上の団体料金※中学生以下、65歳以上、障客者手帳をお持ちの方等は無料。※高校生は土曜日並びに学校教育での利用は無料。

無料

すずきまいこ個展「となりのくまたち」

宮沢賢治の世界を彫る 佐藤国男 木版画展
カフェ北都館ギャラリー（西区琴似1条3丁目1-14）

【水・木・金曜日】10:00～20:00 【土・日・月曜日】10:00～19:00

北海道文化財団 アートスペース
（中央区大通西5丁目11 大五ビルヂング 3F）

無料

011-271-1955

2月9日
（水）～2月14日
（月） 定休日：毎週火曜日

2021年12月23日(木)～2022年2月28日(月)※休館日：土・日・祝日
（都合により臨時休館する場合あり）
9:00～17:00

011-643-5051

無料

011-272-0501

※カフェのためワンオーダーお願いします

朝日章

葛西由香個展「52ヘルツの謳歌」

最終日は17:00まで ※1月27日
（木）から時短営業中
011-643-5051

個展 #psyche＃川の音#weed

1月4日
（火）～2月28日
（月） 休館日：土・日・祝日

札幌グランドホテル グランビスタギャラリー サッポロ（本館1階）

2月10日
（木）～2月15日
（火）

アートスペース201

11:00～19:00 （最終日は17:00まで）

中央区北1条西4丁目

10:00～19:00

中央区南2条西1丁目7-8山口中央ビル5・6F

011-261-3311

現在を見つめる眼～Vol.16 全国にはばたく北海道の高校生たち
【前期】1月4日(火)～2月16日(水)【後期】2月17日(木)～4月1日(金) 休館日：土・日・祝日
9:00～15:00（銀行営業時間内）
無料

北海道銀行 本店営業部1階ロビー（中央区大通西4丁目1）
011-233-1029

AKARI：無重力のパラレル
1月8日(土)～3月6日(日) ※休館日：毎週月曜日
（月曜日が祝日の場合は火曜日休館）
9:00～17:00

モエレ沼公園 ガラスのピラミッド2Fスペース2（東区モエレ沼公園1-1）

無料

011-790-1231

こどものアートスクール・トルネード TORNADO 2022 SPRING 春からはじめよう
1月12日
（水）～3月31日
（木）

011-212-1140

予約
申込

アートスクールトルネード（中央区南2条西10丁目7-1BUDDY bldg. 3F）

体験費用は、各コース一律2200円（当日現金払い）※基本的に手ぶらで参加可。上靴も不要。画材で服が汚れることもありますので小さなお子さんはスモック・エプロンのご持参をおすすめします。
※対象は4月に年中になるお子さんから4月に高校2年生になるお子さんまで詳しくはHPをご確認ください。https://artschool-tornado.com/admission_join/

〈申込受付〉
〈募集要項〉新さっぽろ冬まつり2022「ぬりえ・えにっきコンテスト」

美 術 ・ 工 芸 ・ 映 像

美 術 ・ 工 芸 ・ 映 像

無料

無料

D.E室

090-8908-1559

北海道教育大学岩見沢校卒業・修了制作展（修了制作展）
2月11日
（金）～2月25日
（金） 休館日：毎週火曜日

北海道教育大学アーツ＆スポーツ文化複合施設HUG 1F展示室

12:00～20:00

中央区北1条東2丁目4

無料

※修了制作作品展

未完の大器 VO.2
2月15日
（火）～2月20日
（日）

GALLERY ESSE（ギャラリー エッセ）

10:00～18:00（最終日17:00まで ）

北区北9条西3丁目9-1ル・ノール北9条 1F

無料

011-708-0606

伊田光里 日本画展～夢のなか～
2月16日
（水）～2月21日
（月） 定休日：毎週火曜日

カフェ北都館ギャラリー（西区琴似1条3丁目1-14）

【水・木・金曜日】10:00～20:00 【土・日・月曜日】10:00～19:00
無料※カフェのためワンオーダーお願いします

最終日は17:00まで ※1月27日から時短営業中
011-643-5051

令和3年度北海道高等聾学校専攻科情報デザイン科修了作品展

1月17日(月)～2月15日(火)※郵送の場合は当日消印有効

2月17日
（木）～2月20日
（日）

市立小樽美術館

無料 応募要項など詳しくは公式HPをご確認下さい。https://www.city.sapporo.jp/atsubetsu/machi/matsuri/index.html

10:00～17:00 （最終日は15:00まで）

小樽市色内１丁目9-5

011-895-2442

無料

アジアの中の日本

011-822-0306

1月20日(木)～3月6日(日) ※休館日：会期中の月曜・火曜・水曜日 HOKUBU記念絵画館
10:00～17:00 （最終入場は16:30まで）
一般（小学生含む）700円

予約
申込

1・2階展示室

豊平区旭町1丁目1-36

障害者手帳保有者（介護者1名も同料金）500円 小学生未満無料

特別展「よみがえれ！とこしえの加清純子」再び

011-511-7655

1月22日(土)～3月21日(月・祝) ※休館日:毎週月曜日（祝日等の場合は開館し、翌日休館） 北海道立文学館

特別展示室（中央区中島公園1-4）

9:30～17:00（最終入場は16:30まで）関連イベントあり、詳しくは公式HPをご確認下さい。http://www.h-bungaku.or.jp/

0134-62-2624

【前期】2月24日
（木）～3月1日
（火）
【後期】3月3日
（木）～3月8日
（火）
10:00～19:00 （各会期最終日は17:30まで）

090-2873-2250

-FLAT-東海大学国際文学部デザイン文化学科 卒業研究作品展2021
2月25日
（金）～2月27日
（日）

札幌文化芸術交流センター1F・2F

10:00～19:00

中央区北1条西1丁目6札幌市民交流プラザ

無料

お寺シネマvol.2『家族を想うとき』

1月22日(土)～3月13日(日) ※休館日:毎週月曜日（月曜日が祝日・振替休日の場合は開館し、翌火曜日またはその翌日休館）
札幌芸術の森美術館（南区芸術の森2丁目75）

一般800(640)円 高校・大学生400(320)円 小・中学生200(160)円 ※カッコ内は前売、及び20名以上の団体料金

北海道教育大学岩見沢校卒業・修了制作展 「三叉路と、
これから」
北海道教育大学岩見沢校

10:00～16:00

岩見沢市緑が丘2-34

※修了生3名による展覧会

覚王寺
受付13:40

②開演17:00

北区麻生町5丁目2-12

受付16:40

前売・当日 1600円（内平住職による映画法話付き)

森の岩ギャラリー

2月26日
（土）11:00～17:30

定員40名

2月27日
（日）10:00～17:00

kinomado@gmail.com

無料

gankyosotsuten2021@gmail.com
0134-33-1717

&vogue gallery 2F
中央区南3条東2丁目6-2

北海道教育大学岩見沢校敷地内

ルチオ・ブバッコの世界ー躍動する表現力 命が宿るガラスの物語ー
1月25日
（火）～4月25日
（月）

011-571-5111

2月26日
（土）
①開演14:00

SCARTSモールA・B・C

『！ッミニチュアッ！』 ミニチュア展示販売札幌2022

1月25日
（火）～2月23日
（水） 休館日:毎週月曜日
無料

アートスペース201（中央区南2条西1丁目7-8山口中央ビル5・6F）

無料

一般700(560)円、65歳以上・高大生450(360)円、小中生300(240)円 ※カッコ内は前売及び10名以上の団体料金
011-591-0090

市民ギャラリー

グッバイ アートスペース201展

きみのみかた みんなのみかた
9:45～17:00（最終入場は16:30まで）

札幌軟石蔵

gankyosotsuten2021@gmail.com

iandu-h@jcom.zaq.ne.jp

朝地信介展 キズは、癒える
2月26日
（土）～3月20日
（日） 定休日：毎週火曜日

Gallery Retara

9:30～17:00（最終入場は16:30まで）※最終日は16:00閉館となります。(最終入場は15:30まで)

12:00～18:00

中央区北1条西28丁目2-35MOMAplace 3F

一般 500円 大学生 350円 高校生 300円 中学生・小学生 100円 65歳以上 350円（年齢がわかるものをご提示ください） ※障がい者手帳をお持ちの方は、ご本人と付き添いの方１名様が通常料金の半額となります。

無料

北一ヴェネツィア美術館（小樽市堺町5-27）

090-2052-0488

１

新型コロナウイルス感染症の影響で、イベントが中止・延期になる場合がございます。
お出かけの際は、直接主催者へご確認ください。
〈申込受付〉札幌ジュニアジャズスクール 23期生募集

第26期特別記念展

011-592-4125

【募集期間】2021年11月6日
（土）～2022年2月25日
（金）必着【オーディション】3月12日
（土）～3月13日(日）
札幌芸術の森アートホール2F

中練習室（南区芸術の森2丁目75）

①月額2500円の参加費 ②ユニフォーム代や演奏活動に伴う食事や宿泊費等の諸経費募集要項等詳しくはHPをご確認ください。https://www.go-sjf.com/contact/

渡辺淳一文学館 グランドピアノのサブスク2022
1月4日(火)～3月31日(木)

011-551-1282

※休館日：毎週月曜日
（月曜日が祝日の場合は火曜日休館）

10:00～17:00 （毎日1回、1時間まで）

渡辺淳一文学館（中央区南12条西6丁目414）

予約
申込

小原道城書道美術館

10:00～17:00（入館は16:30まで）

中央区北2条西2丁目 札幌2・2ビル2階

300円 大学生以下無料

011-552-2100

〈募集〉
あなたの”定山渓”を投稿しよう！
「＃わたしの定山渓＿冬」
2021年12月15日
（水）～2022年2月28日
（月）
無料 【応募方法】①Instagramで＠jozankei.tripをフォロー ②2021年12月15日～2022年2月28日の期間内に定山渓で写真を撮る

22000円／月 各月1日～月末日まで。利用案内の詳細はHPをご確認下さい。http://watanabe-museum.com/news/20201022/20201022.html

【HTB onライン劇場】
ジルベスターコンサート～舞台裏に密着～

西の鉄斎、東の晴湖展

2021年12月7日(火)～2022年3月31日(木) 休館日：月曜日

011-598-2012

③Instagramでハッシュタグ「＃わたしの定山渓_冬」をつけて投稿！

〈作品募集〉
チカホで一文字展

2月2日
（水）10:00～2月28日
（月）12:00
1000円 オンライン開催

090-2811-3972

【作品締切】2月15日(火)まで

札幌駅前通地下歩行空間（チ・カ・ホ）北1条イベントスペース（東）

【展示期間】3月25日(金)13:00～3月27日(日)18:00

中央区北1条西3丁目

詳しくはHPをご確認ください。https://www.htb.co.jp/event/online_theater/program/20220202072545/

出品料:15歳以下1500円 16歳以上2500円 ※10名以上は団体出品扱いになります。※申込期間は終了していますのでご注意ください。

大石 涼 サクソフォン リサイタル

企画展 土肥美帆写真展 北に生きる猫

0134-34-0035

1月22日
（土）～5月8日
（日）※休館日：毎週月曜日(3月21日を除く）
、2月15日、2月24日、3月22日～23日、5月2日、5月6日

【オンライン配信】2月19日12:00～2月26日23:59まで

市立小樽美術館（小樽市色内1丁目9-5）

9:30～17:00 （最終入館は16：30まで）

オンライン配信800円

一般500(400)円、高校生・小樽市内高齢者250(200)円、障がい者・中学生以下無料 ※カッコ内は20名以上の団体料金

090-2059-7915

ほしのしほ バースデー企画 星たちの夜 2022

2021童話村たきのうえ
「芝ざくらと渓谷のまち」
ファンタスティック写真大賞札幌展

hoshino.shiho.0113@gmail.com

ツイキャスプレミア収録配信日：2月19日(土)19:00

2月1日
（火）～2月27日
（日）

※配信終了後、2週間アーカイブ視聴可能

10:00～22:00（最終日は20:00まで）※まん延防止等重点措置適用期間中は21:00まで

2月19日 19:00～3月5日23:59まで

サッポロファクトリー3条館1Fウォールギャラリー（中央区北2条東4丁目）

3000円 チケットご購入期限 2021年11月15日(月)～2022年2月19日(土)18:00まで

無料

中嶋健太郎 月イチコンサート Vol.９ ロシアのピアノ曲と室内楽

ペンタックスリコーファミリークラブ札幌支部写真展

2月17日(木)
開演19:00

時計台ホール
開場18:30

中央区北1条西2丁目 札幌市時計台内

前売・当日 大人2000円 学生1000円

2階

札幌文化芸術劇場 hitaru（中央区北1条西1丁目札幌市民交流プラザ）
開場18:00

全席指定 プレミアム席8000円 S席6000円 A席5000円 B席3500円 U25割(A・B席)1500円 スマイル席 2000円

※当日限定販売・購入時の座席選択不可 ※2021年度U25割は1996年以降生まれを対象とします。※未就学児入場不可 ※Kitaraチケットセンターでの販売はございません。※札響会員はS、A席各1回券500円引

アンダンテ・ウインドアンサンブル バレンタインコンサート
2月20日(日)
開演14:00
無料

月寒公民館
開場13:15

1階 体育館

豊平区月寒中央通7丁目8-19

整理券はございませんが、来場時、お名前とご連絡先を記入していただきます。

011-200-9003

音

ウインドアンサンブルノイア 第23回定期演奏会
2月20日(日)
開演15:30

札幌コンサートホールKitara
開場14:30

大ホール

中央区中島公園1-15

全席自由 前売800円 当日1000円

※0歳以上の未就学児入場可(無料)

北海道大学合唱団 第70回定期演奏会

楽

2月23日(水･祝)
開演18:30
全席指定

安藤

札幌市教育文化会館

開場18:00

友希・高橋

中央区大通西6丁目1富士フイルム札幌ビル1階
011-241-7170

2月12日
（土）～2月27日
（日） 休館日:毎週火曜日

GALLERY創

11:00～18:00 （最終日は17:00まで）

中央区南9条西6丁目1-36U-ステージ

無料

011-562-7762

ペット写真チャリティー『うちのこ展』
2月17日
（木）～2月22日
（火） 定休日：毎週水曜日

アートスペース201

11:00～18:00 （最終日は15:00まで）

中央区南2条西1丁目7-8山口中央ビル5F

無料

富士フイルムフォトサロン札幌

10:00～18:00

中央区大通西6丁目1富士フイルム札幌ビル1階

無料

読書室よりみちまわりみち 第5回

大ホール

聡一郎 ジョイントコンサート

瞬・彩・美～』

2月18日
（金）～2月23日
（水・祝）

090-3398-9958

※座席の残数の都合上、当日券を販売しない場合があります。

011-241-7170

2月19日
（土）

さっぽろ自由学校「遊」 愛生舘ビル5F 501A

14:00～16:00

中央区南1条西5丁目8

1回500円 通し2500円

011-252-6752

ザ・ルーテルホール

2月21日
（月）～2月27日
（日）

CN/28 STUDIO＆GALLERY

開演17:00

中央区大通西6丁目3-1

12:00～18:00

中央区北5条西25丁目1-12東和ビル 3階

開場16:30

無料

080-3262-6287

髙橋水産吹奏楽団 klingen 冬のコンサート Vol.13

eba@kaneshime.co.jp

050-6866-4489

糸田ともよ展『雪の日』

2月23日(水･祝)

ちえりあホール

2月21日
（月）～3月15日
（火） 定休日：毎週水曜日

開演13:00

西区宮の沢1条1丁目1-10

12:30～20:00

開場12:30

LO. / フード 18:00・ドリンク 19:00

CAFE ESQUISSE（中央区北1条西23丁目1-1メゾンドブーケ円山1F）
※新型コロナの影響に伴い営業時間等の変更の可能性あり

無料 ※整理券（チラシ）が必要です。詳しくははこちらHPをご確認ください。http://www.kaneshime.co.jp/band/start.htm

無料

薄田真希 with フレンズ コンサート in 札幌

Public Art Research Center 10[PARC10:はなれた食卓］

2月26日(土)
開演13:30

開場13:00

全席自由 2000円

開場18:00

500円(電子チケット)

2月22日
（火）～2月27日
（日）

札幌駅前通地下歩行空間（チ・カ・ホ）北1条イベントスペース(東)

12:00～18:00

中央区北1条西3丁目

無料

ちえりあホール

2月25日
（金）～3月2日
（水）

富士フイルムフォトサロン札幌

西区宮の沢1条1丁目1-10

10:00～18:00 （最終日17:00まで ）

中央区大通西6丁目1富士フイルム札幌ビル1階

無料

090-9439-6321

予約
申込

渡辺淳一文学館

開演15:00

開場14:30

2000円

当日券無し

info@ekimaest.jp

”allo？” 渡邉真弓写真教室・写真展

Piano duo concert ピアノデュオコンサート
2月26日(土)

中央区南12条西6丁目414
070-8387-2095

lesson@allo-japon.com

〈作品募集〉第7回 ミニ世界で一冊だけの本・展inさっぽろ

開演19:00

10:00～16:00 （最終日は15:00まで）
無料

札幌市北区民センター 1階 会議室（北区北25条西6丁目1-1）

募集要項等詳しくはHPをご確認ください。https://www.kitakuce.jp/tosyo02

時計台ホール
開場18:30

中央区北1条西2丁目札幌市時計台内2階

全席自由 一般2500円、学生2000円

sapporomiraiongakuproject@gmail.com

札幌ブラスバンド 第34回 定期演奏会
2月27日(日)
開演16:00

札幌コンサートホールKitara

全席自由 前売1000円

当日1200円

※未就学児入場可、中学生以下は要整理券

WISTERIA HALL PREMIUM CLASSIC 14th ～弦楽四重奏とピアノ五重奏
2月27日(日)
開演14:00

大ホール

中央区中島公園1-15

開場15:30

090-6210-7940
011-281-1001

ウィステリアホール 大ホール（中央区南1条西14丁目291-81 ウィステリア南1条ビル地下1F）
開場13:30

011-757-5399

【募集期間】2月4日
（金）～2月18日
（金）必着 【展示期間】2月26日
（土）～3月2日(水）

SPRING WIND トリオコンサート
2月27日(日)

011-615-2334

中央区大通西6丁目3-1

北海学園大学グリークラブ第58回定期演奏会
開演18:30

喫茶店内で展示の為、
お飲み物等は各自お買い求め下さい。1グループ4名まで

ザ・ルーテルホール
011-665-0675

2月26日(土)

予約
申込

non title写真展 vol.15

2月23日(水･祝)
前売2000円 当日2500円

【前売り券】一般2000円 U25 1000円 【当日券】一般2500円 U25 1500円

※小学生以上入場可能 ※U25は25歳以下が対象です。※当日券販売は公演前日にHP内でご案内いたします。https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventCd=2131103

※時間、料金、詳細につきましては、変更となる場合もございますので、主催者等へご確認ください。 ※ご覧の情報は2022年2月9日時点の情報を元に作成しております。

２

5階D室

utinokoten@gmail.com

髙城芳治写真展『Birdscape～野鳥

090-7642-2435

中央区北1条西13丁目

前売500円 当日600円 高校生以下無料

富士フイルムフォトサロン札幌

10:00～18:00

置田貴代美 写真展 phaseⅡ「消えゆく地名、
その場所ヘ ーオントキタイー」

011-520-1771

書 道・文 学・写 真

開演19:00

2月11日
（金・祝）～2月16日
（水）
無料

090-3393-4245

札幌交響楽団hitaruシリーズ 新・定期演奏会 第8回
2月17日(木)

0158-29-2730

新型コロナウイルス感染症の影響で、イベントが中止・延期になる場合がございます。
お出かけの際は、直接主催者へご確認ください。
朗読会 はまなす VOL.5
開演13:00

開場12:30

1000円 収容人数30人

さっぽろ圏巡って買って応援キャンペーン

090-8632-0129

2月14日(月)

011-210-5488

札幌市民交流プラザ4階 402室

2021年11月22日(月)～2022年2月18日(金)

中央区北1条西1丁目さっぽろ創世スクエア内

さっぽろ圏内の3市町村で購入したレシートを投稿すると、さっぽろ圏の特産品・ご当地グッズ詰め合わせ（5000円相当）を抽選で30名様にプレゼント！

※館内は車椅子対応をしております。
ご予約の際にお申し出ください。

劇団しろちゃん2022冬公演「||||°
C°
|L|L」

対象エリア：さっぽろ連携中枢都市圏内の12市町村

参加方法の詳細はHPをご確認くださいhttps://renkeichusu.startup-city-sapporo.com/

もっと知りたい！ちゅうおうクイズラリー

090-6692-6984

011-205-3221

2021年12月11日(土)～2022年3月21日(月・祝)※当日消印有効

【2月18日(金)開演19:00 開場18:30】
【2月19日(土)開演14:00 開場13:30/開演19:00開場18:30】
【2月20日(日)開演12:00 開場11:30/開演16:00 開場15:30】
扇谷記念スタジオ・シアターZOO（中央区南11条西1丁目3-17ファミール中島公園B1F）

札幌市中央区役所（中央区大通西2丁目9）

無料 中央区内5つのスポットを巡り、
クイズに挑戦しながら地域の魅力を再発見しよう！抽選で60名の方にすてきな賞品をプレゼント！

入場料1000円 映像販売1000円 ※本番数日後よりアーカイブ映像を販売します。 詳しくはHPをご確認ください。https://gekidanshirochan.com/next

応募方法等詳しくはHPをご確認くださいhttps://www.city.sapporo.jp/chuo/machi/machizukuri/quizrally/event2021.html

柳家三之助落語独演会

リアル脱出ゲーム×約束のネバーランド
「人喰いの森からの脱出」

三之助をみたかい？in札幌

2月19日(土)
開演14:00
一般

Vol.74

札幌エルプラザ4階

1月14日(金)～2月27日(日)

大研修室

月水木金 16:30/19:30

北区北8条西3丁目

開場13:30

ちえりあ 札幌市生涯学習総合センター

13:30～15:00

西区宮の沢1条1丁目1-10

予約
申込

無料 オンライン開催

舞

北海道ダンスプロジェクト公演「新たなる挑戦～NEXT ONE 2022～特別編～」

台

アザレア展～道内最大級のコレクション～
2月8日(火)～2月27日(日)

1Fかでるホール（中央区北2条西7丁目）

011-221-8055

芸

さっぽろパペットシアタープロジェクト
「北のおばけ箱」

そ

北海道立道民活動センター かでる２・７

の

術

札幌市こどもの劇場やまびこ座（東区北27条東15丁目）
5歳以下 無料（要予約） 各回定員100名

2月25日(金)
開演18:40

開場18:15

全席自由 前売2000円 当日2500円

第18回札幌福北寄席
開演19:00

開場18:30

前売2500円 当日2800円

高校生以上130円 ※中学生以下、65歳以上、障がいのある方は証明書等提示で無料
2月18日(金)

2月19日
（土）14:00～16:00

中央区北1条西1丁目札幌市民交流プラザ

参加費600円 別途テキスト代1020円＋税

011-252-6752
齋藤幸平著『人新世の「資本論」
』
（集英社、2020）

講座のお申込方法はHPをご確認くださいhttp://www.sapporoyu.org/modules/sy_course/index.php?id_course=809

ツバキ展～古典園芸、道内最大級のコレクション～

時計台ホール

2月22日(火)～3月21日(月)

中央区北1条西2丁目札幌市時計台内2階

8:45～17:15

休館日:毎週月曜（月曜祝日の場合、翌平日が休館日）
百合が原緑のセンター大温室（北区百合が原公園210）

高校生以上130円 ※中学生以下、65歳以上、障がいのある方は証明書等提示で無料

03-5909-3080

頭と手の運動をやってみよう！パステル画、
ガッシュ
（不透明水彩）講習会

2月26日(土)

札幌文化芸術交流センターSCARTSコート

2月24日
（木）

東札幌カルチャーセンター

中央区北1条西1丁目札幌市民交流プラザ

13:00～15:00

白石区東札幌3条2丁目1東札幌ハイツ1F

開場18:30

全席自由 前売 2500円 当日 3000円

1000円

090-6217-7067

サムライ・ロック・オーケストラ
「New アメージング・モモタロウ」
（札幌公演）
2月27日(日)
開演16:30

札幌市教育文化会館
開場15:45

予約
申込

愛生舘サロン
（中央区南1条西5丁目愛生舘ビル6階）

Rikka Reading Live vol.11「華岡青洲の妻」
トークと朗読の夕べ
開演19:00

予約
申込

無料 参加定員200名（季節労働者等） 詳しくはHPをご確認ください。https://job-kisetsu-sapporo.com/event/event-20220218/

札幌文化芸術交流センターSCARTS コート
080-7000-6403

011-281-9077

北海道立総合体育センター北海きたえーる 講堂・視聴覚室（豊平区豊平5条11丁目1-1）

『人新世の「資本論」』
を読む 第5回

春風亭柏枝・春風亭弁橋兄弟会

2月25日(金)

百合が原緑のセンター中温室（北区百合が原公園210）

8:45～17:15

13:00～14:00（講演会）
〔同時開催〕14：00～16：00就労カウンセリング、求職者登録会

他

5歳～17歳500円

さっぽろ市民寄席 平成開進亭「菊之丞・枝光二人会」

011-772-3511

休館日:毎週月曜日(月曜祝日の場合、翌平日が休館日)

さっぽろ季節労働者通年雇用促進支援協議会講演会「生きることは食べること」

011-520-0710

【2月19日(土)開演14:00 開場13:30】
【2月20日(日)開演11:00 開場10:30】
全席自由 前売・当日 18歳以上1200円

詳細はHPをご確認ください。https://snow-craft-fes.com/

011-211-2392

【2月19日(土)開演17:00 開場16:30】
【2月20日(日)開演13:00 開場12:30】
2000円

予約
申込

2月5日
（土）～2月27日
（日）

参加費 1家族 500円（各日先着14組）お申し込みはHPをご確認ください。https://kishi-harue.com/2021/12/02/えほんで日本の伝統をたのしもう「日本茶」2022/

全席自由 前売・当日

日祝 10:00/13:00/16:30

ONLINE さっぽろ雪まつり 2022 CRAFT FES

fruhling-haru@nifty.com

2月19日(土)～2月20日(日)

土 10:00/13:00/16:30/19:30

料金など詳しくは公式HPをご確認下さい。https://realdgame.jp/ajito/sapporo/event/neverland_2.html

011-511-6777

前売2500円 当日3000円（できるだけご予約ください）

えほんで日本の伝統をたのしもう！
「日本茶」

011-522-8777

リアル脱出ゲーム札幌店〔旧アジトオブスクラップ札幌〕
（中央区南1条西4丁目13日の出ビル 8F）

045-444-9712

大ホール

中央区北1条西13丁目

S席 大人6900円 こども4900円 ※当日券は600円増 ※こども料金は小学生が対象 ※未就学児に限り保護者ひざの上1名まで無料

011-772-3511

Pink45ks@gmail.com

ウコチャランケ－話し合い－ －アイヌとしての思いを伝え、表現する 第5回アイヌ文化のイラスト表現
2月25日(金)
19:00～21:00

予約
申込

さっぽろ自由学校「遊」 愛生舘ビル5F 501A（中央区南1条西5丁目8）
011-252-6752

オンライン共通：一般6000円 会員4800円 25歳以下2400円 単発：一般1500円/回 会員・オンライン1000円/回 25歳以下500円/回

〈申込受付〉消費者トラブル110番

011-221-0110

【申込受付】2月1日
（火）～3月4日
（金）

北海道立消費生活センター

【開催日】3月5日
（土）10:00～15:00

中央区北3条西7丁目北海道庁別館西棟2F

相談無料（ただし通話料はご負担ください。
）面談での相談をご希望の方は事前予約が必要です。

予約
申込

※時間、料金、詳細につきましては、変更となる場合もございますので、主催者等へご確認ください。 ※ご覧の情報は2022年2月9日時点の情報を元に作成しております。

３

